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千歳市
つばさ公園パークゴルフ場 
早朝開設
　8月1日（日）から1カ月間、早朝
パークを開設します。
とき／8月1日（日）～8月31日（火）
7時～ 18時　※毎週水曜日は芝養
生日
ところ／つばさ公園パークゴルフ場
（千歳市泉沢1007-95）
問合せ／千歳市環境整備事業協同組
合
電話／ 24-1366（平日のみ、8時
30分～ 17時30分）

コープさっぽろ よろず相談会
＊ちょこっと茶屋
　千歳市内のコープさっぽろにて買
物ついでに気軽に立ち寄れる相談窓
口として“ちょこっと茶屋”を開催し
ます。高齢者のふれあい、生きがい、
健康づくり、引きこもり防止等を目
的。看護師、地域包括支援センター
の職員、認知症地域支援推進員が無
料で相談に応じます。買い物ついで
にお気軽にお立ち寄りください。参
加無料、申込不要。
①パセオすみよし店内イートインスペ
ース
とき／ 8月5日（木）10時～ 11時　
※毎月第1木曜日開催
ところ／コープさっぽろパセオすみ
よし店内イートインスペース（千歳市
住吉4丁目14-11）
内容／整体師による「自宅でできる
タオルを使った簡単体操」の実演、脳
トレクイズ・健康に関する資料の無
料配布
②コープさっぽろ向陽台店
とき／ 8月12日（木）10時～ 11時
30分　※毎月第2木曜日開催
ところ／コープさっぽろ向陽台店駐
車場（千歳市白樺2丁目3）
内容／握力測定、脳トレクイズ・健
康に関する資料の無料配布
①②共通
問合せ／千歳市社会福祉協議会　地
域福祉課地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

千歳市介護予防センター
＊高齢ドライバーサポート事業
　運転や健康に関するミニ講話、運
転に必要な体と頭の働きを維持する
トレーニングなどを行います。参加
無料。
対象／ 65歳以上で普通自動車免許
を有する方。ご家族の参加も歓迎で
す！
とき／ 8月10日（火） 13時30分～
15時　※毎月第2火曜日
ところ／千歳市社会福祉協議会2階
（千歳市東雲町1-11）
持ち物／筆記用具、動きやすい服装
（上履き不要）
定員／ 15人程度

問合せ・申込／千歳市介護予防セン
ター（しあわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

恵庭市
恵庭市教育委員会
＊恵庭市立図書館恵庭分館無人化実
証実験のお知らせ
　市立図書館恵庭分館では、一部無
人化開館を実施します。期間中は、
自動貸出機でのセルフ貸出、自動返
却BOXでのセルフ返却、OPACか
らのセルフ予約が可能です。また、
電子図書館や最新雑誌が400種類
以上も楽しめるタブレットも館内でご
利用になれます。利用者カードをお
持ちでない方や手のひら認証登録を
済ませていない方は、まずは通常開
館時間内にカウンターまでお越しく
ださい。 ※実証実験にご参加の方
には、利用者アンケートのご協力を
お願いいたします。
とき／ 8月2日（月）9時30分～ 22
時、8月3日（火）～8日（日）19時～
22時（9時30分～19時通常開館）
ところ／緑と語らいの広場えにあす
1階（緑町2-1-1）
問合せ／教育部読書推進課
電話／ 36-1545

恵庭市生活環境部環境課
＊恵庭墓園無料送迎バス運行
　8月13日金曜日に無料墓園臨時
送迎バスが運行します。停留所は恵
庭市内エコバスのバス停を利用する
予定。お墓参りのマナー順守にもご
協力下さい。時間など詳細は、恵庭
市ホームページで。
とき／ 8月13日（金）
問合せ／恵庭市生活環境部環境課
電話／ 33-3131（内線1142）

恵庭市郷土資料館
＊第8回カリンバまつり 君も縄文人
になろう
①まが玉をつくろう！　要申込
とき／ 8月21日（土）、10時～12時
対象／小学生以上（小学校3年生以
下は保護者同伴）
定員／先着20人
参加費／材料代100円
持ち物／タオル、汚れても良い服装、
あれば敷物 

②ベンガラ染め体験　要申込
とき／ 8月21日（土）、13時～17時
対象／小学生～高校生（小学校3年
生以下は保護者同伴）
定員／先着10人
参加費／無料
持ち物／タオル、汚れても良い服装、
染めてみたいもの（ハンカチなど）。
なお、こちらでは綿布を用意してい
ます。
①、②共通
ところ・問合せ・申込／恵庭市郷土
資料館（南島松157-2）
電話／ 37-1288

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①旅するおむすびワゴン おむすびす
みす 
とき／7月30日（金）、8月4日（水）、
10時～17時
ところ／東側出入口前
②インテリアわたなべ「マット・カー
ペット販売」 
とき／ 7月30日（金）、31日（土）、
10時～ 18時
ところ／東側出入口前
③夏のダスキンスポンジ祭り
とき／ 7月31日（土）、10時～17時
ところ／東側出入口前
④DREAM SHOP千歳「夏のWイ
ベント」
とき／ 7月31日（土）、8月1日（日）
10時～ 18時
ところ／ 1階センター広場
⑤K&A kitchen sugar「マラサダド
ーナツ販売」
とき／ 8月2日（月）、10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥ジャノメミシン「ソーイングフェア」
とき／ 8月3日（火）～ 7日（土）、
10時～ 17時30分
ところ／ 1階センター広場
⑦道民共済「移動相談会」
とき／ 8月2日（月）、10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／道民共済
電話／ 011-611-2456
①～⑥共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

スポーツ＆カルチャー
営利目的の教室・体験イベント情報は原則掲載できません。
同じ方からのお申込みは、続けて掲載できません。

抱っこdeベビーダンス♪ 
体験会
　抱っこひもで抱っこして簡単なステ
ップを踏むベビーダンス。赤ちゃん
はぐっすりおねむ♪　ママは汗をか
いてリフレッシュしませんか？　参加
費無料、事前予約が必要です。
対象／ 4か月くらいの首の座った元
気な赤ちゃん～ 1歳くらいまでの赤
ちゃんとママ
とき／ 8月5日（木）11時～ 12時
ところ／ダンスプロデュース岡部ス
タジオ（千歳市勇舞8-1-1 ちとせモ

ール2F）
定員／ 10組
持ち物／抱っこひも、バスタオル、飲
み物
問合せ・申込・電話／ 090-2811-
8626（岡部）

よろず屋Cafe
＊毎週木曜日のほか、8月22日（日）
も開催！
　着物の試着や写真撮影、雑貨販
売、貸本など、いろんなジャンルのシ
ョップやコーヒーを楽しめるイベント
です。8月22日（日）は14時からビ
ブリオバトルを開催します。
とき／8月5日、12日、19日、26日
（毎週木曜日）、8月22日（日）　12
時～ 17時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸
町1丁目15）
電話／ 090-3140-3404（古谷）

はじめてのマスクチャーム作り
　参加者時はマスク着用をお願いし
ます。詳細はお問い合わせください。
とき／ 8月10日（火）9時～13時の
間で30分（各回2人ずつの予約制）
ところ／千歳市長都駅前4丁目15-11 
参加費／ 1000円（1人3個分）
問合せ・申込／下記番号までお電話
ください。ショートメールも可。
電話／ 090-7647-3832（田中）

ビブリオバトル北海道ブックフ
ェス杯 千歳予選
　ビブリオバトルは、誰でも開催でき
る（小学生～大人）本の紹介コミュニ
ケーションゲームです。5分間で本を
紹介してもらい、プレゼン後に投票
で最も票を集めた人の本が「チャン
プ本」となります。テーマはありませ
んので、好きな本や他の人に読んで
ほしいおすすめの本をお持ちくださ
い。参加無料。オンライン（Zoom）
でも参加可能です。参加希望者は、
問合せ先までご連絡ください。
とき／ 8月22日（日）14時～
ところ／イロイロリビング（千歳市幸
町1丁目15）
問合せ・申込／下記番号まで電話、
またはよろず屋Cafeの Instagram
アカウントまでメッセージをお送りく
ださい。
電話／ 090-3140-3404（古谷）

産後ヨガ
　産後に凝り固まった肩まわりや、骨
盤底筋の回復を促す動きを取り入れ
た産後ヨガを行います。いつも頑張
っているみなさんの、心や身体がリ
ラックスできる内容です。ヨガ初心
者の方、また産後1年経過した方で
もご参加いただけます。ヨガ後のお
やつタイムとして、ハーブティーとち
ょっとしたおやつも準備しています。

タウンニュースタウンニュース
イベント告知やサークル仲間募集など、いろんな情報が盛りだくさん!

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、下記掲載イベントの中止や延期も想定されま
すので、事前のご確認をお願いいたします。
※情報掲載には審査、抽選があります。掲載の可否についてのお問合せには一切回答できません。
※情報の詳細を、編集・短縮することがあります。
※営利目的情報、Blog、HPアドレス、メールアドレスは原則として掲載しません。
※お電話での受付はしておりません。

掲載のご依頼はこちらから
0123-27-4911
chat@chanto.biz

https://chanto.biz/henshu/

【 F A X 】
【Eメール】

【掲載依頼書がダウンロードできます】

次回の申込締切は

掲載日の

9日前
までにお送り
ください！

こちらの二次
元バーコード
からもアクセ
スできます

8月4日（水）
8月13日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

怪盗ちゃんとからの挑戦状
怪盗ちゃんとからの挑戦状

解決編解決編
ちゃんと7月23日号に掲載された
「怪盗ちゃんとからの挑戦状」 
君は解けたかな？　
答え合わせをするよ！
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ナンバープレイス

ちとせ・まち
魅力検定2020
応用編Ⅰ 問題は15ページ

問題1    藤村信吉

問題2  	柱状節理

問題3    (1) イ）15 

(2) ウ） 20

問題4   (1) ウ） マユ  

(2) カ） 最大水深

問題5    ア）アメマスとハナカジカ
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